
坂井市第三次行政改革 取組状況

第三次行政改革大綱において「行政運営システムの構築」「市民との協働体制の強化」「持続可能な財政運営の確立」「人材育成・

組織の改革」の４つを基本項目として、平成２９年度に実施計画を策定し、取り組みを始めてから５年間が経過しました。この間、職

員が意識を共有し、一丸となって５２項目の実施計画に取り組んできました。５年間の成果及び進捗状況については次のとおりです。

今後も、少子高齢化・人口減少社会の到来や老朽化する施設の更新問題、社会情勢や価値観の変化に伴う市民ニーズの多様

化・高度化などにより、厳しい財政運営が続くことが予想されています。この厳しい状況を乗り越え、市民満足度を高める質の高い

サービスを将来にわたり持続的に提供できる体制を構築することを目指して、行政改革の実施期間である令和６年度末までの目標

達成に向け、着実に改革を実行していきます。

1,359百万円
②＋④＋⑥＋⑧＋⑩ 経費削減

457百万円

①＋③＋⑤＋⑦＋⑨ 収益増

902百万円

令和３年度までの財政効果

①218百万円 ②61百万円

効 果 額

③147百万円 ④142百万円

Ｈ29年度計 279百万円

Ｈ30年度計 289百万円

実施期間：平成２９年４月～令和７年３月

1年目
(Ｈ29年度)

2年目
(Ｈ30年度)

3年目
(Ｒ01年度) ⑤141百万円 ⑥119百万円

Ｒ01年度計 260百万円

4年目
(Ｒ02年度) ⑦92百万円 ⑧30百万円 Ｒ02年度計 122百万円

5年目
(Ｒ03年度) ⑨304百万円 ⑩105百万円

Ｒ03年度計 409百万円
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令和4年4月現在の進捗状況

経営志向の行政経営

民間活力の活用

0

基本項目 重点項目

行政運営
システムの
構築

3

5

計画数

3

達成済

100.0％

23 60.0％

達成率

公有資産の適切な管理 8 5 62.5％

市民とのコミュニケーションの充実

地域コミュニティの活性化

1

市民との協働
体制の強化

1

3

1 100.0％

01 33.3％

市民活動の推進 2 11 50.0％

歳出構造の見直し

長的かつ安定的な財源の確保

2

持続可能な
財政運営の
確立

6

10

5 83.3％

46 60.0％

公営企業等の経営改善 3 22 66.7％

効率的な組織体制の確立

新たな時代に対応した人材育成の
推進

2
人材育成・
組織の改革

8

3

8 100.0％

32 66.7％

2

合 計

達成済 37件

達成率 71.2％

計画継続 19件

【達成済】

目標を達成した項目

【達成率】

重点項目ごとの計画に

対する達成率

【計画継続】

延長後の実施計画へ

継続する項目

※内容見直しも含む

計画継続
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第三次行政改革大綱実施計画体系図

基本項目 重点項目 実施項目 No. 実施計画
取組
状況

担当課 備考

1 行政運営システ
ムの構築

(1)経営思考の行政運
営

1 政策評価と業務評価の一
体的運用

1 事務事業評価と連動した総合戦略評価システムの検討 H30達成 企画政策課

2 新評価システムの構築 H30達成 財政課

2 新たな総合計画の策定
3 総合戦略と総合計画の統合 R1達成 企画政策課

(2)民間活力の活用 3 マイナンバーカードの活用
4

マイナンバーカード普及によるコンビニ交付利用件数の
向上

R3達成 市民生活課 計画継続

4 PPP/PFI制度の導入
5 PPP/PFI導入基本方針の策定 方針変更 財政課

5 観光関連施策の効率化
6 観光客の増加対策 R2達成 観光交流課

6 指定管理施設の充実
7 三国運動公園健康管理センターの指定管理検討 H30達成 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課

8 三国駅舎の指定管理検討 取組中 都市計画課 計画継続

(3)公有資産の適切な
管理

7 公共施設の適正管理
9 公共施設マネジメント白書の進捗管理 R3達成 財政課 計画継続

10 地区集会施設の地元移譲 方針変更 まちづくり推進課

11 キンダーホール三国の廃止 R2達成 教育総務課

12 坂井障害者交流センターの民間への移譲 H30達成 社会福祉課

8 個別管理計画の策定
13 市営住宅長寿命化計画の見直し R3達成 都市計画課

14 小学校プール運用・整備計画の策定 方針変更 教育総務課

15 体育施設管理計画の策定 R2達成 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課

16 道路施設の適正な維持管理 取組中 建設課 計画内容見直し

2 市民との協働体
制の強化

(1)市民とのコミュニ
ケーションの充実

9 市民への情報提供
17 効果的・効率的な広報活動の推進 R3達成 秘書広報課 計画継続

(2)地域コミュニティの
活性化

10 地域づくり活動の推進
18 地域づくり活動に対する支援事業の展開 方針変更 まちづくり推進課

新規事業として
取組む

11 コミュニティセンターの機
能充実

19 コミュニティセンターの機能充実と柔軟な運営 一部達成 まちづくり推進課

12 商店街の活性化
20 IICTによる商店街の活性化 R1達成 商工労政課

(3)市民活動の推進 13 自主防災組織の充実
21 自主防災組織の充実 取組中 安全対策課 計画継続

14 環境団体の育成
22 環境団体の育成と基盤強化 R3達成 環境推進課
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基本項目 重点項目 実施項目 No. 実施計画
取組
状況

担当課 備考

3 持続可能な財政
運営の確立

(1)歳出構造の見直し 15 安定した財政運営
23 中期財政計画の策定と管理 R1達成 財政課

24 市債残高・財政指標の管理 R3達成 財政課

16 歳出の合理化
25 地域介護予防活動（通所）事業委託料の見直し 取組中 高齢福祉課 計画内容見直し

26 補助金の合理化 R3達成 財政課 計画継続

27 投票区等の見直し R3達成 総務課

28 文書配布業務の見直し R2達成 まちづくり推進課

(2)長期的かつ安定的
な財源の確保

17 産業の活性化による自主
財源の確保 29 労働者の就業機会の確保と雇用の安定 取組中 商工労政課 計画継続

30 企業誘致による税収等の確保 R3達成 商工労政課

18 広告収入の推進
31 広告代理店を活用した有料広告の募集 方針変更 秘書広報課

19 市税等収納率の向上
32 市税の収納率の向上と滞納繰越総額の縮減 R3達成 納税課

33
税外債権の管理の適正化と徴収強化
（税外未収債権の縮減）

取組中 納税課 計画内容見直し

34 市営住宅使用料金の収納強化 R3達成 都市計画課

20 安定した国民健康保険事
業の運営 35 国民健康保険基金の確保 R2達成 保険年金課

21 受益者負担金の適正化
36 事業系一般廃棄物処理手数料の見直し R1達成 環境推進課

37 受益者負担の適正化 取組中 財政課 計画継続

22 未活用財産の有効活用
38 市有財産の適正な管理 R3達成 監理課 計画継続

(3)公営企業等の経営
改善

23 病院事業の経営改善
39 病院事業の経営改善 R3達成 三国病院事務局 計画継続

24 水道事業の経営改善
40 経営戦略策定（上下水道事業） R2達成 上下水道課

41 上下水道料金等の収納強化 取組中 上下水道課 計画継続

第三次行政改革大綱実施計画体系図
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4 人材育成・組織の
改革

(1)効率的な組織体制
の確立

25 定員・人員配置の適正化
42 定員・人員配置の適正化 R3達成 職員課 計画継続

43 保育士人材バンクの設置と運用 H30達成 保育課

26 市民サービスの利便性向
上

44 窓口業務の改善 R3達成 市民生活課

45 庁舎整備による組織体制の見直し R2達成 総務課

46 ワンストップサービスを念頭に置いた庁舎建設 R2達成 監理課

27 内部事務手続きの簡素
化

47 地銀ネットワークサービスの導入 R3達成 会計課

48 事務決裁（財務関係含む）の見直し R3達成 総務課

49 RPAの導入促進 R3達成 情報統計課 計画継続

(2)新たな時代に対応
した人材育成の推進

28 職員の意識改革と資質向
上

50 職員の意識改革と資質向上 R3達成 職員課 計画継続

29 ワークライフバランスの推
進

51 ワークライフバランスの推進 取組中 職員課 計画内容見直し

30 女性職員の活躍推進
52 女性職員の活躍促進 R3達成 職員課 計画継続

基本項目 重点項目 実施項目 No. 実施計画
取組
状況

担当課 備考
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基本

項目
重点
項目

実施
項目

No. 実施計画 経緯と今後の方針

1 (2) 4 5 PPP/PFI導入基本方針の策定

基本方針については、内閣府基準の総事業費１０億円以上を満たすとともに、収益性がある事業がこ
れまでなかったため、策定を保留してきた。今後、それぞれの公共施設等の整備にあたっては、庁内
意思統一で進めることが望ましいため、都度プロジェクトチームを組織し、導入の可否や効果を検討し
ていく。

1 (3) 7 10 地区集会施設の地元移譲
霞町の町内公民館については、地権者との協議が整いR5の取り壊しが決定している。新九頭竜公民

館については、利用する二つの区と協議を重ねてきたが、建物の老朽化により建て替えが必要な中、
高齢化が進む１区では、今後も合意が得られない状況であるが、定型的な業務として支援を継続する。

1 (3) 8 14 小学校プール運用・整備計画の策定
プール等施設は、３０年以上経過し老朽化が激しい施設が多い。そのため、運用・整備・解体の計画
策定が困難である。ただ、運用の方針は決定しているため、施設の状況に合わせたプール学習を実
施していく。

2 (2) 10 18 地域づくり活動に対する支援事業の展開
協働のまちづくりの中心的存在であるまちづくり協議会を中心に、テーマ・イベント型から課題解決型
のまちづくりへの転換期を迎えており、今後は「地域課題解決型の地域づくり活動に対する支援」とし
て新規で取り組む。

3 (2) 18 31 広告代理店を活用した有料広告の募集
広告代理店から坂井市の広告掲載状況では利益が見込めないとの回答結果を受けており、継続は困
難と判断した。今後は広告主への募集強化に切り替え、収入増を見込む。

方針変更の経緯
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